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Ⅰ．委託業務内容 
１．委託業務の題目 

「早期復旧に貢献するための詳細な被害想定によるリスクや被害状況の定量化の

ニーズに基づく研究開発」 

 

２．実施期間 

令和２年５月１日から令和３年３月３１日 

 

３．委託業務の目的 

損害保険各社では地震や風水災等の自然災害による保険損害リスクを評価する

ためにモデルを導入して、自社のリスク管理や保険料率の検討等を行っている。

災害に関連する各種データを広く活用することにより、リスク評価結果に内在す

る不確実性を大きく低減させ、モデルの高度化や精緻化を図ることが期待できる

が、実現するための具体的なデータ活用方法や既存モデルへの組み込み時におけ

る課題は十分に整理されていない。 

このような背景のもと、産学官民が保有するデータ（ハザードデータ、脆弱性

データ、資産データ等）を、損害保険業界で活用されている既存のリスク評価モ

デルに組み込むためのインターフェースを開発し、過去に発生した災害時の保険

損失データとの比較による精度検証を通じて、モデルの高度化・精緻化を図り、

国内はもとより世界の損害保険元受会社や再保険会社、保険リスクコンサルティ

ング会社等に広くモデルを普及させて社会実装化を実現することが求められてい

る。さらにモデルを普及させた上で将来的には防災・減災に役立つ活用展開を進

めていくことが期待されている。 

そこで本委託業務では、損害保険会社等が災害発生直後の被害把握に必要な情

報を提供することによって広くモデルを普及させ、モデルの活用度向上を実現す

ることを目的に、2018年度および 2019年度の取組成果を基に検討を進め、産学

官民の保有データを活用してモデルの高度化・精緻化を図るとともに、早期被害

把握のための情報提供の仕組みを構築する。 

具体的には、まず、損害保険会社等にヒアリング調査を実施し、早期被害把握

に必要な災害情報を明らかにする。並行して、2019年度に構築した AIを用いた

建物被害関数の構築手法を改良して、必要とされる情報を生成可能なマルチパラ

メータ型被害関数を開発する。また、開発した被害関数を既存の地震リスク評価

モデルに組み込む方法を確立する。以上の成果を基に、インターフェース（2019

年度開発）を使用して、地震発生時に観測された地震動データを地震リスク評価

モデルに取り込み、高解像度日本全国資産データ（2019年度開発）や損害保険会

社が保有する保険契約データ等を対象に、マルチパラメータ型被害関数を用いた

被害推定を実施する。さらに過去の地震被害データとの比較により推定精度を検

証し、早期被害把握のための情報提供が可能な仕組みを構築する。また近年、大

規模な水害が多く発生したことより、水害対策強化への社会の関心が高くなって

いる。そこで、地震だけではなくマルチハザードへの拡張に向けて、洪水被害予

測に必要な観測ハザード情報を既存の風水災モデルに取り込むためのインターフ

ェースを新たに開発し、過去災害を対象とした被害推定を行う。 
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４．当該年度における成果の目標及び業務の方法 

①研究プロジェクトの総合推進 

ａ．プロジェクト管理の実施 

データ提供機関や既存モデルの開発・提供元会社と綿密に打ち合わせを行った

上で実施計画の詳細を策定し、必要な人員体制のもと、隔月毎に進捗レポートを

作成することにより適切に実施計画や業務品質、必要資源、リスクを管理してプ

ロジェクトを推進する。 

ｂ．定期ミーティングの実施 

業務を円滑かつ効果的・効率的に遂行するため、業務参加者間で業務の進捗状

況や課題を共有するため、定期ミーティングを毎月開催する。 

ｃ．成果物の作成 

一連の研究取組プロセスと実施成果を取り纏めて成果物を作成する。 

 

②損害保険会社等へのヒアリング調査 

損害保険会社では近年頻発した災害への対応を教訓に、損害査定業務の効率化

や保険支払いの迅速化を図るため、災害発生時に早期に被害を把握するための取

組を強化している。特に地震災害に対しては、損害査定件数が多い住宅用の地震

保険（家計地震保険）において、早期に損害査定要員を確保し、効果的な現地調

査体制を確立する必要があることから、地震発生直後に地域別被災状況別の想定

被害件数に関する災害情報を強く欲している。また損害保険会社以外においても

他拠点を有する企業などでは早期被害把握に役立つ災害情報が必要とされている。

そこで、関心が高い企業に対してヒアリング調査を実施し、どのような災害情報

が求められているのかについて、その災害情報の具体的内容や地理的解像度、情

報の正確性、情報の提供時期などを明らかにする。 

 

③AIを用いたマルチパラメータ型被害関数の実装 

ａ．被害関数の改良 

2019年度は、損害保険会社から収集した膨大なデータを基に、代表的なニュー

ラルネットワークの1つである多層パーセプトロンを活用し、最大地表加速度(PG

A)，最大地表速度(PGV)，5%減衰の絶対加速度応答スペクトルの周期0.3秒の値(S

a0.3)，および周期1.0秒の値(Sa1.0)の計4種類の地震動指標を用いたマルチパラ

メータ型の建物被害関数構築手法を構築した。2018年大阪府北部の地震をテスト

ケースに、本手法を用いたところ、一部損と半損については地震動強度と被害率

に正の相関をもつ被害関数を構築できることを確認した。一方で、全損について

は地震動強度が大きい領域において負の相関が確認されたため、学習に用いたデ

ータセットを確認し要因を探る。また、上記のヒアリング調査結果により明確化

された災害情報が生成可能となるよう、被害関数の改良を行う。なお、大量のデ

ータを処理するため、並列演算性能に優れた高機能GPUを購入する。 

ｂ．被害関数のモデルへの実装方法の確立 

上記で開発したマルチパラメータ型被害関数を既存の地震リスク評価モデルに

実装する方法を確立する。モデルには内蔵された被害関数を調整する機能を有す

るものがあり、その機能を活用して実装方法を検討する。 

 

④早期被害把握のための災害情報提供の仕組み構築 

ａ．過去災害を対象にした被害推定精度の検証 

2019年度は地震時に観測された地震動データを既存の地震リスク評価モデルに

組み込むためのインターフェースを開発した。また、利用可能な保険データを用

いて保険資産データの高解像度化手法を検討し、住宅用の地震保険（家計地震保
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険）を対象に、250ｍメッシュ解像度の日本全国保険資産データを作成した。これ

らの取組成果と上述のマルチパラメータ型被害関数を用いて、既存の地震リスク

評価モデルにより過去の地震災害（2018年大阪府北部の地震など）を対象に保険

損失額と損害発生件数を推定して、実際の支払保険金データや損害査定件数デー

タと比較することによりモデルの精度検証を行う。 

ｂ．災害情報提供の仕組み構築 

前述のヒアリングを実施した損害保険会社等に、各社が保有する保険契約デー

タなどの独自データをモデルに入力して被害推定を実施して結果を提示し、早期

被害把握に必要な災害情報を満足しているかどうか確認する。また社会実装化に

向けて、期待される情報提供の時期を考慮し、地震発生から災害情報提供までの

業務フローを構築する。 

 

⑤洪水被害推定のための実観測ハザードデータ組込用インターフェースの開発 

ａ．実観測ハザードデータの選定 

既存の風水災リスク評価モデルの開発・提供元会社（以降「モデル提供会社」

という）に意見聴取を行い、気象庁などの研究機関が公開している洪水予測に必

要な降雨量などの観測データの利用可能性や、モデルへの具体的な取り込み方法

を検討し、最適なハザードデータを選定する。 

ｂ．データ組込用インターフェースの設計 

インターフェースに求める機能を明確にして要件定義を行う。要件定義を基に

モデル提供会社と綿密な打合せしてインターフェースの外部設計を実施し、仕様

を決定する。 

ｃ．インターフェースの開発 

決定した仕様に基づきインターフェースの開発を行う。なお、インターフェー

スの開発は、既存の風水災リスク評価モデルの内容を十分に把握し、必要に応じ

てモデルをカスタマイズできる技術と環境を有していることが求められるため、

モデル提供会社に協力を仰いで開発業務を実施する。 

ｄ．洪水被害推定の実施 

上記の観測データとインターフェースを使用して、過去の水害を対象に既存の

風水災リスク評価モデルによる被害推定を実施し、保険損失額が算出可能になる

ことを確認する。 
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Ⅱ．委託業務の実施体制 
１．業務主任者 

   総合企画部リスク計量評価グループ グループ長/フェロー 堀江 啓 

 

２．業務項目別実施区分 

業  務  項  目 実 施 場 所 担 当 責 任 者 

①研究プロジェクトの総合推進 

ａ．プロジェクト管理の実施 

ｂ．定期ミーティングの実施 

ｃ．成果物の作成 

 

②損害保険会社等へのヒアリング

調査 

 

③AIを用いたマルチパラメータ型

被害関数の実装 

ａ．被害関数の改良 

ｂ．被害関数のモデルへの実装方

法の確立 

 

④早期被害把握のための災害情報

提供の仕組み構築 

ａ．過去災害を対象にした被害推

定精度の検証 

ｂ．災害情報提供の仕組み構築 

 

⑤洪水被害推定のための実観測ハ

ザードデータ組込用インターフェ

ースの開発 

ａ．実観測ハザードデータの選定 

ｂ．データ組込用インターフェー

スの設計 

ｃ．インターフェースの開発 

ｄ．洪水被害推定の実施 

 

東京都千代田区神田淡路

町 

２－１０５ ワテラスア

ネックス 

 

〃 

 

 

〃 

 

 

 

 

 

〃 

 

 

 

 

 

〃 

 

MS＆ADインターリスク総

研株式会社総合企画部リ

スク計量評価グループ  

グループ長/フェロー 

堀江 啓 

〃 

 

 

〃 

 

 

 

 

 

〃 

 

 

 

 

 

〃 
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Ⅲ．業務実施計画 
 区分 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

 ①研究プロジェクトの総合推進            

  ａ．プロジェクト管理の実施            

  ｂ．定期ミーティングの実施 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 

  ｃ．成果物の作成            

 
②損害保険会社等へのヒアリング

調査 

 
          

 
③AIを用いたマルチパラメータ

型被害関数の実装 
           

  ａ．被害関数の改良            

  
ｂ．被害関数のモデルへの実装

方法の確立 
           

 
④早期被害把握のための災害情報

提供の仕組み構築 
           

  
ａ．過去災害を対象にした被害

推定精度の検証 
           

  ｂ．災害情報提供の仕組み構築            

 

⑤洪水被害推定のための実観測ハ

ザードデータ組込用インターフ

ェースの開発 

           

  
ａ．実観測ハザードデータの選

定 
           

  
ｂ．データ組込用インターフェ

ースの設計 
 

 
         

  ｃ．インターフェースの開発            

  ｄ．洪水被害推定の実施            
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Ⅳ．研究報告 
１．要約 

プロジェクト管理の下で以下の業務を実施し、成果物として本報告書を作成した。 

（１） 損害保険会社や小売業等合計３社にヒアリング調査を実施し、早期被害把握に必

要な災害情報を明らかにした。近年頻発した災害対応を踏まえ、災害情報を入手

したいタイミング（発災後経過時間）、入手したい災害情報などを明らかにした。

また、各拠点の周辺の被害規模が明らかになると、各拠点への商品などの提供量

把握の参考になるとの意見も収集した。 

（２） 2019年度構築したマルチパラメータ型の建物被害関数について、地震動強度が大

きい領域における全損被害率の負の相関の要因を、構築に用いたデータセットを

確認し要因を調査した。また（１）のヒアリング調査結果により明確化された災

害情報が生成可能となるよう、被害関数の改良を行った。なお、大量のデータを

処理するため、並列演算性能に優れた高機能GPUを用いて、被害関数構築に要す

る計算の高速化を図った。上記で開発したマルチパラメータ型被害関数を既存の

地震リスク評価モデルに実装する方法を確立した。モデルには内蔵された被害関

数を調整する機能を有するものがあり、その機能を活用して実装した。 

（３） 上記のマルチパラメータ型の建物被害関数を既存の地震リスク評価モデルへ実

装し、過去の地震災害を対象として精度検証を行った結果、地震保険の支払件数

と損失額ともに精度良く推定可能であることを確認した。また、損害保険会社等

へのヒアリング結果に基づき、保険金の支払件数等のニーズが高い災害情報を中

心に地震発生から情報提供までの仕組みを検討し、災害情報の提供フローを提案

した。 

（４） 実観測洪水ハザードデータを既存のリスク評価モデルへ取り込み可能なインタ

ーフェースをモデル提供会社の協力の下、開発した。また、平成 30 年 7 月豪雨

を対象に各種ハザードデータを収集し、開発したインターフェースを用いて被害

想定額の推定を実施した。推定精度は実際の保険金支払額と比較して概ね違和感

のない水準であることを確認した。 
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２．成果 

２．１ 損害保険会社等へのヒアリング調査 

（１）概要 

 災害発生時に必要とされる災害情報につき、損害保険会社１社、小売業２社、合計３

社に対し、ヒアリング調査を実施した。 

 

（２）実施方法 

 事前に以下のヒアリング項目を案内した上で、１時間程度のインタビュー形式（面談、

一部 web会議システムからの参加者あり）でヒアリングを行った。 

 

① 地震発生時の早期被害把握に利活用している災害情報とその課題 

・ 利活用している災害情報（貴社保有データ、取得データ、など） 

 揺れの強さに関する情報（震度分布、最大速度分布、など） 

 貴社所在地に関する情報（住所、郵便番号、緯度・経度、など） 

 貴社所在建物の耐震性に関する情報（構造、用途、建築年、階数、 

耐震診断結果、など） 

 貴社所在建物の重要性に関する情報（重要度、従業員数、資産価値、

など） 

 貴社所在拠点の被害に関する情報（被害報告、被害推定、など） 

 その他 

・ 利活用されている災害情報システム（独自の被害把握システム、WEB上の

システム、など） 

・ 災害情報利活用上の課題 

 

② 早期被害把握に必要とする災害情報 

・ 情報の内容（震度分布、被害発生拠点、被害件数、被害額、液状化や土砂

崩れによる通行止め箇所など） 

・ 地理的解像度の詳細化（〇mメッシュ、緯度・経度、など） 

・ 情報の入手時期（発災後〇時間、〇日、〇週間、など） 

・ 期待する情報の正確性（実態値の〇～〇倍程度の精度、自社の過去実績値

に合致、など） 

・ その他の、利活用する情報やシステムへのご要望（下記は例） 

 データ容量・形式が、汎用ソフト（Excel等)での処理に対応 

 情報の取得・利活用コストが無償もしくは安価 

 情報セキュリティが確保されており、個人情報の保護が容易 

 情報受信の継続性、安定性 

 情報提供システムの過去実績 

 

③ その他 

・ 今後の PRISM 成果利活用の方向性について 

・ 地震以外に関心が高いハザードについて 
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２．１．２ ヒアリング結果の分析 

（１）企業別災害情報ヒアリング結果 

ヒアリング結果の一覧を表 1に示す。 

 

表 1 企業別災害情報ヒアリング結果 

情報 

ヒアリング結果 

企業Ａ（損害保

険） 

企業Ｂ（小売業） 企業Ｃ（小売業） 

１．地震発生時の早

期被害把握に利活

用している災害情

報とその課題 

   

（１）所在地に関す

る情報（住所、郵便

番号、緯度・経度、

など） 

保険契約者デー

タ：損保コード

（損害保険用の所

在地コード）で収

集している。 

自社拠点データ：

整理されている。 

本社は各店舗の所在

地情報を保有し、被

害把握に活用。 

本社は各店舗の所在

地情報を保有し、被

害把握に活用。 

（２）所在建物の耐

震性に関する情報

（構造、用途、建築

年、階数、耐震診断

結果、など） 

保険契約者デー

タ：全ての契約者

につき左記データ

を収集できている

状況ではない。 

自社拠点データ：

整理されている。 

整理された情報は特

になし。 

特に言及なし。 

（３）所在建物の重

要性に関する情報

（重要度、従業員

数、資産価値、な

ど） 

（自社の）所在建

物の重要性に関す

る情報は整理され

ている。 

特に言及なし。 特に言及なし。 

（４）所在拠点の被

害に関する情報（被

害報告、被害推定、

など） 

保険契約者からコ

ールセンター等へ

の連絡により被害

を把握。また、モ

デルを用いて保険

損失額を推定。 

各拠点から所管部

門に報告が入るよ

うになっている。 

被害店舗から本社に

報告（被害が甚大と

予想される地域は、

本社側から連絡を入

れたり、近隣拠点が

被害を確認）。 

本社から各店舗に連

絡して確認（連絡網

や自社開発システム

により、２時間程度

で情報収集可能）。 
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表 1 企業別災害情報ヒアリング結果（続き） 

２．現状利活用して

いる地震・被害情報 

   

（１）情報の種類 震度情報などの気象

庁提供情報 

震度情報などの気

象庁提供情報。 

震度情報などの気象

庁提供情報。 

（２）利活用してい

る災害情報システム 

特になし。 

なお、従業員の安否

情報は安否確認シス

テムで収集する。 

特になし。 自社開発のシステ

ム。 

（３）現状の課題 詳細な震度情報が欲

しい。公表されてい

る震度と現地の状況

が異なることがあ

る。 

より詳細な震度情

報が欲しい。市区町

村別震度と店舗の

被害状況が合わな

い。 

電気・ガスなどのイ

ンフラ情報の収集。 

    

３．今後必要な地震・

被害情報、理想的な

地震・被害情報 

   

（１）情報の種類 局所的な震度情報。

液状化（傾斜計測

値）・津波範囲（全損

認定に活用）・被災件

数・道路通行状況に

関する情報も欲し

い。 

局所的な震度情報。 特に言及なし。 

（２）意思決定判断

に必要な情報の地理

的解像度 

保険金支払い対応の

ための現地拠点設置

検討のためには市区

町村解像度の被災件

数把握で可。 

店舗被害と高い相

関が得られる地理

的解像度が必要。 

特に言及なし。 

（３）理想的な情報

の入手時期 

発災後半日レベルで

もらえればよい。 

情報を取りに行く

のではなく、提供さ

れる方が望ましい。 

2 時間以内（現在の連

絡網や自社開発シス

テムにより、2時間程

度で情報収集でき

る）。 

（４）情報の信頼性

に対する見解 

多少精度が低くて

も、他に情報がない

ので大きな問題はな

い。 

多少精度が低くて

も、初回は 30 分か

ら1時間程度で提供

されるとよい。その

後、徐々に確度の高

い情報が発信され

れば問題ない。 

情報発信責任を問わ

ないことを大前提と

し、極力多くの情報

を得たい。 

（５）災害情報シス

テムへの要望 

早く確立できること

を希望する。 

事前に、拠点情報を

入力しておくこと

で、災害時に拠点別

の被害予測情報が

自動発信されると

よい。また各店舗の

商圏単位の被害情

報を得たい。 

特になし（自前で災

害情報システムを構

築）。 
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表 1 企業別災害情報ヒアリング結果（続き） 

４．その他    

（１）今後の PRISM 成

果の利活用に関する

ご意見 

地震の他にも、台風・

津波などについても

含めてほしい。 

道路の被害情報も合

わせて、提供される

とありがたい。 

道路の被害情報も合

わせて、提供される

とありがたい。 

（２）その他の災害情

報（洪水・積雪など） 

近年では、2014年の

大雪は規模が大き

く、詳細な積雪情報

が分かるとよい。 

洪水時に店舗の詳細

な立地状況を勘案し

た浸水予測情報も欲

しい。店舗の閉店判

断に活用したい。 

また、道路情報も合

わせて入手できると

よい。現在、自動車

メーカーや国、県な

ど管理者ごとに発信

されるため、情報を

収集する上では手間

がかかる。 

積雪や除雪に関する

情報も事前に把握で

きるとありがたい。 

 

 

（２）ヒアリング結果総括 

上記のヒアリング結果から、以下のことが明らかになった。 

 震度情報は気象庁の市町村別情報が活用されているが、より詳細な震度分布情報に

対するニーズがある。 

 意思決定に必要な情報としては以下が挙げられる。  

１）事業継続判断のための店舗などの自社の拠点の被害情報（非構造部材の被害情

報を含む） 

２）従業員の安否や自宅の被害に関する情報 

３）生活物資等の需要量への影響把握のための店舗周辺の被害情報 

４）電気、ガス、水道、通信などのライフライン被害および復旧に関する情報 

５）鉄道の通行状況や復旧情報など帰宅困難者対応に必要な情報 

６）物流への影響把握のための道路通行状況に関する情報 

 上記の各種情報の中でも、道路情報に関するニーズが高い。現状、情報提供元が一

元化されておらず、入手しづらいことが背景にあると考えられる。 

 商圏などの自社拠点周辺の被害情報に対するニーズがある。生活物資等の供給量の

判断に活用したいとの意向が確認された。 

 理想的な被害情報の入手時期としては、第 1 報は地震発生後 1 時間以内に必要で、

その後確度のより高い情報に更新されていくことは問題ないことを確認した。 

 地震・洪水の他、大雪時の交通網混乱に関する情報にもニーズが高い。 
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２．２ AIを用いたマルチパラメータ型被害関数の実装 

２．２．１ 被害関数の改良 

（１）全損被害関数における負の相関の検証 

2019年度は、損害保険会社から収集した膨大なデータを基に、代表的なニューラルネ

ットワークの 1 つである多層パーセプトロン（MLP）を活用し、最大地表加速度(PGA)，

最大地表速度(PGV)，5%減衰の絶対加速度応答スペクトルの周期 0.3 秒の値(Sa0.3)，お

よび周期 1.0 秒の値(Sa1.0)の計 4 種類の地震動指標を用いたマルチパラメータ型の建

物被害関数構築手法を提案した。2018年大阪府北部の地震（以降、「大阪府北部地震」と

称す）をテストケースに、本手法を用いたところ、一部損と半損については地震動強度

と被害率に正の相関をもつ被害関数を構築できることを確認した。一方で、全損につい

ては地震動強度が大きい領域において負の相関が確認された。 

本項では、2019年度に MLPのパラメータの決定に用いたデータセット（2019年度デー

タ）を確認し、この全損の被害関数における負の相関の発生要因を探る。 

2019年度データについて、含まれる支払区分別のデータ総数を図 1に示す。また、地

震動強度（例として Sa0.3）を横軸にとった支払区分別のデータ数のヒストグラムを図 2

に示す。全損のデータ総数は他のデータ（支払なし、一部損、半損）と比較して少ない。

また、多層パーセプトロンのパラメータであり連続的な値をとる地震動強度に対して、

全損のデータが連続的に得られていないことがわかる。これらは、2019年度データは最

大震度 6弱の 2018年大阪府北部地震の保険データに基づいているため、全損被害に関す

るデータが少なかったためと考えられる。 

 

 
図 1 MLPのパラメータの決定に用いたデータセットに含まれる支払区分別のデータ総数 

 

 
図 2 Sa0.3ごとの支払区分別のデータ数のヒストグラム1 

 

                                                      

1 図中に、データが連続的に得られているか視覚化するため、カーネル密度推定により推定した母集

団分布を実線で示した。カーネル密度推定とは、有限の標本点から全体の分布を推定する手法の一つ

である 
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次に、昨年度構築した被害関数を 2 次元において可視化した例（青色実線、可視化条

件は表 2 の通り）と、2019 年度データに基づき算出した被害率を比較した図 3 を示す。

ここで被害率は、地震動強度の大きい順に 2019年度データを並び替えたうえで、一定の

個数ごとにデータをグループ化し、被害区分別の被害件数をグループ内に含まれるデー

タ総数で除した比率である。また、図上のオレンジ色のプロットは 2019 年度データの全

量を用いた被害率（全データに基づく被害率）であり、赤色のプロットは被害関数の可

視化条件の近傍の 2019年度データのみを用いて算出した被害率（近傍データに基づく被

害率）である。図 3 は一部損についての比較だが、全データに基づく被害率は地震動強

度が強くなるに従い大きくなる傾向がみられ、幅広い地震動強度において多くの一部損

の支払データが得られており、被害関数のパラメータとして地震動強度が適しているこ

とがわかる。また、近傍データに基づく被害率の周辺に被害関数が描画されている傾向

がみられ、被害関数が 2019年度データから算出される被害率を良好に再現している様子

が確認できる。一方、図 4 は全損についての比較だが、全データに基づく被害率は地震

動強度が強くなるに従い大きくなる傾向が明瞭にみられない。また、近傍データに基づ

く被害率については、周辺領域に被害関数が描画されている傾向は認められるものの、

0%となっているプロットも多く不連続となっており、被害関数が 2019年度データから算

出される被害率を良好に再現しているとはいえない。これらは、全損のデータ数が少な

いことがまず要因と考えられるが、全損被害を推定するパラメータとして地震動強度だ

けでは不十分であることも要因の可能性として示唆される。 

 

表 2 被害関数の可視化条件 

図番号 
変数 固定条件 

X 軸 Y 軸 地震動強度 火災構造級別 

Figure1 PGA(gal) 被害率 
PGV は 20kine, Sa0.3 は

1.5g, Sa1.0 は 0.3g 
H 構造 

Figure2 PGV(kine) 被害率 
PGA は 400gal、Sa0.3 は

1.5g, Sa1.0 は 0.3g 
H 構造 

Figure3 Sa0.3(g) 被害率 
PGA は 400gal、 PGV は

20kine, Sa1.0 は 0.3g 
H 構造 

Figure4 Sa1.0(g) 被害率 
PGA は 400gal、 PGV は

20kine, Sa0.3 は 1.5g 
H 構造 

 

 
図 3 被害関数の可視化と、データに基づき算出した被害率の比較（一部損） 
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図 4 被害関数の可視化と、データに基づき算出した被害率の比較（全損） 

 

上記の考察に基づくと、全損の被害関数における負の相関の発生要因は、以下にある

と考えられる。 

 多層パーセプトロンのパラメータの決定に用いたデータセットに含まれる、全損の

支払データの件数が少ない 

 地震動が大きくなるにつれ、全損の支払データの件数が増えるような相関が、連続

的に見られない 

 全損被害を推定するパラメータとして地震動強度だけでは不十分である可能性があ

る 

 

これらの課題を解決するためには、全損がより多く発生した他の地震の保険データを

用いて被害関数を構築すること、多層パーセプトロンに他のパラメータを追加すること

が方法として考えられる。 

 

（２）ヒアリング調査に基づく被害関数の改良 

ヒアリング調査結果により必要性が明確になった、地震動による被害に関する災害情

報が生成可能となるよう実施した被害関数の改良について詳述する。 

 

（ａ）改良点 

ヒアリング調査により、地震動による被害に関して、推定被災件数や店舗と高い相関

がある推定被害程度について、情報を得たいというニーズがあることが明らかとなった。

希望される解像度は、損害保険会社は市区町村レベル、小売業企業は店舗被害と高い相

関が得られるレベル、各店舗に来訪する顧客が住んでいる地域（商圏）レベルであった。

また、推定精度については、多少低くても大きな問題はないとする意見があった一方で、

最低でも 50％以上の情報の確度が欲しいという希望も聞かれた。 

昨年度構築したマルチパラメータ型の建物被害関数を、発災した地震の地震動情報を

結合させた全国資産データ[1]に適用すれば、250m メッシュで被災率および被災件数を

算出可能であり、それらを集計して各企業が望む解像度に加工すれば、企業の希望する

災害情報となると考えられる。一方で、早い情報発信と高い推定精度を両立させるため

には、適切なデータの収集と手法の改良、および実績値との整合性の検証が必要と考え

られる。 
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そこで本研究では下記の改良を実施することにした。 

 

① MLP解析用のデータセット作成に使用するデータの一つである保険データを更新 

② 建物と家財の被害を別々に推定可能なように、被害関数構築手法を変更 

③ 複数の地震を対象に被害関数を構築 

④ MLPのハイパーパラメータの変更 

 

具体的な改良点を説明する。①について、推定精度を担保するデータを確保するため、

多層パーセプトロンの学習および検証に用いる支払保険金データを損害保険会社 1 社

（以下、A 社）から再度収集した。その結果、最新時点（2020 年 8 月 12 日時点）2で集

計され、かつ昨年度は支払保険金額から推定していた支払区分を確定情報として含むデ

ータを取得し、MLP 解析用のデータセットに活用した。②について、保険の目的3による

被害の出方の違いを推定に考慮するため、建物と家財の各々に対してデータセットを用

意し MLP を訓練させた。結果として、異なるパラメータを有する 2 つの MLP を用いて、

建物推定用の被害関数と家財推定用の被害関数の 2 つを構築した。③について、昨年度

は 2018年大阪府北部地震のデータを用いた被害関数を構築したが、本研究ではそれに加

えて 2018年北海道胆振東部地震のデータを用いた被害関数を構築した。④について、大

阪府北部地震の被害関数については MLP の訓練時のイテレーション回数を 5000 回に増

加させ、北海道胆振東部地震の被害関数については一部の MLP のハイパーパラメータを

大阪府北部地震の被害関数と異なるものとした。 

 

（ｂ）被害関数の構築手法 

昨年度開発した構築手法を踏襲し、前目に記載した改良を加え、被害関数を構築した。

以下に手順を示す。 

まず、大阪府北部地震および北海道胆振東部地震の各々について、地震動強度、脆弱

性（火災構造級別4）、被害程度（支払区分）が紐づけられたデータセットを作成した。作

成フローを図 5 に、使用データを表 3 に示すとともに、作成手順を詳述する。第一に、

A 社から収集した地震保険契約データと支払保険金データを、位置情報不明のデータ、

住宅物件以外のデータ、重複データを削除するといったデータクリーニングを施したう

えで、保険の目的別に分離した。その後、契約データと支払保険金データを統合し、全

損・半損・一部損・支払なしの四つの支払区分をもつデータセットを建物と家財の各々

について作成した。第二に、これらのデータセットに含まれる損害保険業界で用いられ

ている所在地コード（損保コード）を基に、契約の所在地や事故場所情報に相当する緯

度・経度情報を付与した。第三に、これらの緯度・経度情報を基に、データ一件ごとに

ハザード情報を紐づけた。具体的には、産業技術総合研究所の QuiQuake [2]の 250mメッ

シュの推定地震動分布に基づく、地表面での最大加速度（PGA）、地表面での最大速度（PGV）、

絶対加速度応答スペクトルの 0.3 秒と 1.0 秒（Sa0.3、Sa1.0）からなる計 4 パラメータ

をデータセットに結合した。第四に、表 4 の変換規則を適用し、データセットを確定さ

せた。旧火災構造級別5を現行の火災構造級別に変換した理由は、変数がとりうる値を少

なくすることによりデータの細分化を回避するため、および次節記載の被害推定時に用

                                                      
2 保険加入者への保険支払は地震発災後数年の長期間にわたる場合もあり、近年発生した地震につい

て確定値に近い支払保険金データを得るためには、最新時点のデータを使用することが重要となる。  
3 保険を適用する資産の種別を保険の目的と称し、地震保険の場合は建物と家財に二分される。 
4 火災構造級別とは、火災保険において保険料率の決定等に用いられる、建物の構造の種別である。

専用住宅の場合、マンション構造（M構造）、耐火構造（T構造）、非耐火構造（H構造）がある。 
5 旧火災構造級別とは、2009年以前に各保険会社の火災保険商品で使用されていた火災構造級別であ

り、住宅物件については A構造、B構造、C構造、D構造の種類がある。 
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いる全国資産データに付与された構造情報を現行の火災構造級別に変換することとした

ためである。また地震保険の新支払区分6を旧支払区分7に変換した理由は、変数がとりう

る値を少なくすることによりデータの細分化を回避するためである。第五に、作成した

データセットから、説明変数として PGA、PGV、Sa0.3、Sa1.0、火災構造級別の 5種、目

的変数として支払区分を抽出し、MLP 解析用のデータセットとして用いた。データセッ

トに含まれる支払区分別のデータ数を表 5に示す。 

 

 
図 5 MLP解析用のデータセットの作成フロー 

 

表 3 使用データの概要 

ID データ名 提供元 種 別 備 考 

１ 保険契約データ A 社 
エクスポ
ージャ、 
脆弱性 

所在地、保険金額、構造、建築年、な
ど 
・大阪府北部地震：約 402千件 
・北海道胆振東部地震：約 147千件 

２ 
支払保険金デー
タ 

A 社 被害 

事故場所、支払保険金の額、損害区
分、など 
・大阪府北部地震：約 31千件 
・北海道胆振東部地震：約 11 千件 

３ 
損保コード8と住
所の対応リスト 

A 社 位置情報 損保コード、および住所 

４ 推定地震動分布 
産業技術総
合研究所 
(QuiQuake) 

ハザード 
PGA, PGV, Sa0.3, Sa1.0 
250mメッシュ 

 

表 4 被害関数構築のための変換規則 

                                                      
6 地震保険の始期日が 2017年 1月 1日以降の保険契約について、損害区分は全損、大半損、小半損、

一部損の 4区分となっている。 
7 地震保険の始期日が 2016年 12月 31日以前の保険契約について、損害区分は全損、半損、一部損の

3区分となっている。 
8 損害保険業界で火災保険料率算出時等における基本住所情報として使用している住所コード。日本

全国の住所に 10桁の住所コードが付番されている。 
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  火災構造級別 支払区分 

変換前 A 構造 B 構造 C 構造 D 構造 K 構造 大半損 小半損 

変換後 M 構造 T 構造 H 構造 H 構造 H 構造 半損 半損 

 

表 5 MLP解析用のデータセットに含まれる支払区分別のデータ数 

地震名 
保険の

目的 
全損 半損 一部損 支払なし 

データ 

総数 

大阪府北部

地震 

建物 28 1,326 24,580 263,761 289,695 

家財 20 1,157 12,851 230,496 244,524 

北海道胆振

東部地震 

建物 51 421 9,086 91,040 100,598 

家財 8 468 3,346 76,431 80,253 

 

次に、MLPを活用した被害関数を構築する。MLPは、多クラス分類問題の分類基準とし

て出力層における分類割合を出力する。従い、地震動強度、火災構造級別を入力値とし、

支払区分を分類問題の正解ラベルとするデータセットで MLP を学習させれば、任意の入

力データについて支払区分の分類割合を出力させることができる。そして、この分類割

合を各支払区分の発生確率を表した被害率と解釈すれば、被害関数を構築することがで

きる。具体的には、図 6に示す MLPを使用し、MLP解析用のデータセットの約 90%を訓練

データ、約 10％を検証データとして、全層でパラメータを更新できる状態で訓練を実施

した。MLP およびその訓練時のハイパーパラメータ等を表 6 に示す。大量のデータを処

理する並列演算性能に優れた GPU を使用し計算の高速化を図るため、北海道胆振東部地

震のデータによる被害関数構築には Keras を用いている。なお、損失関数には交差エン

トロピー誤差関数を使用した。学習過程の損失値の推移を図 7に示す。 

 

 

 
図 6 MLPの構造 
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表 6 採用した MLPのハイパーパラメータ等 

  

大阪府北部地震のデータを

用いた被害関数 

（建物・家財） 

北海道胆振東部地震のデータ

を用いた被害関数 

（建物・家財） 

中間層の種類 affine affine 

中間層の数 2 2 

中間層のニューロン数 1,000 1,000 

中間層の活性化関数 relu relu 

最終層の種類 softmax softmax 

最適化手法 確率的勾配降下法 確率的勾配降下法 

学習率 0.1 0.1 

バッチサイズ 
訓練データ総数の 1/10 

（ミニバッチ学習） 

訓練データ総数と同数 

（バッチ学習） 

イテレーション数 5,000 20,000 

訓練時の GPUの使用有無 不使用 使用 

実装に利用したライブラリ Numpy Numpy, Keras 

 

 
図 7 学習過程の損失値の推移 

 

（ｃ）構築した被害関数 

学習済の MLP の説明変数は 5 種あるため、全説明変数がとりうる値を網羅して被害率

を可視化することができない。そこで表 7 の条件に合致する入力データを用意し、出力

結果を図 8～11 のように可視化した。なお、各図中のグラフ線の意味は、表 8 の通りで

ある。 

大阪府北部地震のデータにより構築した被害関数については、昨年度同様に、一部損

および半損については地震動強度と被害率に正の相関の傾向が確認されたものの、全損

については地震動強度が大きい領域は負の相関が確認された。 
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一方、北海道胆振東部地震のデータにより構築した被害関数については、一部損、半

損、および全損のいずれについても、地震動強度と被害率に負の相関の傾向が確認され

た。この原因の調査は今後の課題だが、以下が可能性として考えられる。 

 

 MLP 解析用データセットに、相対的に小さな強度の地震動を経験したものの被害

が発生した物件（データ）が多く含まれている可能性がある。特に、北海道胆振

東部地震では、札幌市で発生した大規模な液状化に起因した建物被害があった。

MLP 解析用データセットには、このような液状化による被害のほか、土砂災害に

よる被害も含まれている。 

 

 被害関数の可視化条件が、MLP 解析用データセットに含まれるデータ範囲をカバ

ーしていない可能性がある。今回の可視化条件は、比較のため大阪府北部地震を

踏襲したが、北海道胆振東部地震での地震動強度の範囲に合致したものであるか

確認する必要がある。範囲に合致していない場合、MLP の訓練に用いるデータ数

が少ないことになるため、負の相関が発生しやすくなるものと考えられる。 

 

 その他、説明変数の選択や、採用した MLPのハイパーパラメータに、改善の余地

がある可能性がある。 
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表 7 被害関数の可視化条件 

図番号 

変数 固定条件 

X 軸 Y 軸 Z 軸 地震動強度 
火災構

造級別 

Figure1 PGA(gal) 被害率 - 
PGVは20kine, Sa0.3は

1.5g, Sa1.0 は 0.3g 
H 構造 

Figure2 Sa0.3(g) 被害率 - 
PGA は 400gal、PGV は

20kine, Sa1.0 は 0.3g 
H 構造 

Figure3 Sa1.0(g) 被害率 - 
PGA は 400gal、PGV は

20kine, Sa0.3 は 1.5g 
H 構造 

Figure4 PGV(kine) 被害率 - 
PGAは 400gal、Sa0.3 は

1.5g, Sa1.0 は 0.3g 
H 構造 

Figure5

～ 

Figure7 

PGA(gal) Sa0.3(g) 被害率 
PGVは 20kine,  Sa1.0

は 0.3g 
H 構造 

Figure8 Sa0.3(g) 
一部損の被

害率 
- 

PGA は 400gal、PGV は

20kine, Sa1.0 は 0.3g 

M 構造 

T 構造 

H 構造 

Figure9 Sa0.3(g) 
半損の被害

率 
- 

PGA は 400gal、PGV は

20kine, Sa1.0 は 0.3g 

M 構造 

T 構造 

H 構造 

Figure10 Sa0.3(g) 
全損の被害

率 
- 

PGA は 400gal、PGV は

20kine, Sa1.0 は 0.3g 

M 構造 

T 構造 

H 構造 

 

表 8 図 8～11における各グラフ線の意味 

Figure1 

～ 

Figure7 

青 一部損、半損および全損の（発生確率をあらわした）被害率曲線 

オレンジ 半損および全損の（発生確率をあらわした）被害率曲線 

緑 全損の（発生確率をあらわした）被害率曲線 

Figure8 

～ 

Figure10 

実線 
H 構造の一部損、半損または全損の（発生確率をあらわした）被

害率曲線 

一点鎖線 
T 構造の一部損、半損または全損の（発生確率をあらわした）被

害率曲線 

破線 
M 構造の一部損、半損または全損の（発生確率をあらわした）被

害率曲線 
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図 8 大阪府北部地震のデータにより構築した被害関数（建物） 



 

 

23 

 

 

 
図 9 大阪府北部地震のデータにより構築した被害関数（家財） 
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図 10 北海道胆振東部地震のデータにより構築した被害関数（建物） 
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図 11 北海道胆振東部地震のデータにより構築した被害関数（家財） 
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（ｄ）被害関数による元データの再現性の確認 

構築した被害関数が MLP 解析用のデータセットを再現しているか確認した。MLP 解析

用のデータセットを、訓練時に正解ラベルとした支払区分の情報を削除したうえで学習

済の MLP に入力し、支払区分の分類割合（被害率）を推論した。データセットに含まれ

る各データは建物または家財の契約 1 件となるため、各支払区分の被害率を全データに

ついて累積すれば、全データに対する被害件数の推論結果を算出することができる。MLP

解析用データセットに含まれる支払件数と推論結果（再現結果）の比較を表 9 に示す。

全損を除き、被害関数、すなわち MLP の出力する被害率は、その構築に用いたデータセ

ットを精度よく再現していることを確認できた。 

 

表 9 MLP解析用データセットに含まれる支払件数と推論結果（再現結果）との比較 

地震名 
保険の

目的 
支払件数の種類等 

支払件数 

全損 半損 一部損 支払あり 

大阪府北

部地震 

建物 

MLP解析用データセ

ット（元データ） 
28 1,326 24,580 25,934 

再現結果 85 1,281 24,760 26,126 

比率（再現結果/元

データ） 
303.6% 96.6% 100.7% 100.7% 

家財 

MLP解析用データセ

ット（元データ） 
20 1,157 12,851 14,028 

再現結果 59 1,148 12,829 14,036 

比率（再現結果/元

データ） 
295.0% 99.2% 99.8% 100.1% 

北海道胆

振東部地

震 

建物 

MLP解析用データセ

ット（元データ） 
51 421 9,086 9,558 

再現結果 64 414 9,043 9,521 

比率（再現結果/元

データ） 
125.5% 98.3% 99.5% 99.6% 

家財 

MLP解析用データセ

ット（元データ） 
8 468 3,346 3,822 

再現結果 17 478 3,341 3,836 

比率（再現結果/元

データ） 
212.5% 102.1% 99.9% 100.4% 
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２．２．２ 被害関数のモデルへの実装方法の確立 

 

開発したマルチパラメータ型被害関数を既存の地震リスク評価モデルに実装する方法

を確立する。 

 

（１）はじめに 

既存の地震リスク評価モデルには、民間企業（ベンダー）が構築し基本的にあらゆる

ユーザーが有償契約することで使用することができるモデル（ベンダーモデル）が存在

する。ベンダーモデルは、保険条件を考慮したうえで保険会社が支払う保険金をシミュ

レーションされた自然災害 1 イベントごとに算出するものであるが、かつてはユーザー

がモデルの内容に変更を加えることができないものがほとんどであった。すなわちユー

ザーは、ベンダーがベンダーモデルに内蔵できるよう作成した地震動強度分布や、ベン

ダーがあらかじめ内蔵した被害関数を使用した損失額算出結果しか得られなかった。 

近年、ベンダーモデルによる算出結果と各ユーザーの保有する過去災害における損失

額の実績との差異をより縮めたいという課題が注目され、また算出結果に将来における

気候変動の影響を取り込みたいといったニーズが生じている。このような課題に対処す

るため、ベンダーモデルによる算出結果を各保険会社が独自に調整する、いわゆるモデ

ルアジャストメントが行われている。またベンダーもモデルアジャストメントのための

様々な機能を用意する機運がある。 

ベンダーの一つである AIR worldwide 社が提供するモデル（AIR モデル）を対象に、

昨年度開発した実観測ハザードデータ取込用インターフェースの作成も、広くとらえれ

ばモデルアジャストメント用の機能の一つである。他のツールとして、AIR はモデルに

内蔵された被害関数を調整する機能（被害関数調整機能）9を用意している。 

次項以降では、これらの機能を活用して、以下のステップで AIR モデルにマルチパラ

メータ型被害関数を実装する方法を詳述する。 

 

1. 推定被害率に基づき推定損失率分布を算出 

2. 推定損失率分布を地震リスク評価モデルに取り込み（実観測ハザードデータ取込用

インターフェースを使用） 

3. 地震リスク評価モデル用の分析データに基づき推定損失額を算出（被害関数調整機

能を使用） 

 

（２）実装方法 

実装フローを図 12に示す。なお前提として、地震による損失額を算出したい領域にお

いて、マルチパラメータ型被害関数の 5 種類の説明変数に加え、保険の目的別の資産件

数（契約件数）、および緯度・経度情報が付与された分析データが、与えられたとする。 

 

                                                      

9 被害関数調整機能とは、ベンダーモデルに内蔵された標準的な被害関数を、ユーザーが独自に設定

した被害関数に置き換える機能である。この標準的な被害関数は、モデルによる推定損失額を算出す

る際に用いられるが、ベンダーが構築したものであり一般的にはユーザーに開示されていない。被害

関数調整機能を用いると、あらかじめベンダーにより決められたハザード強度指標のうちの 1つ

（例：PGA）をユーザーが選択したうえで、ユーザーが独自に被害関数をモデルに実装できる―すなわ

ち、ベンダーモデルで地震分析を実施する場合に、ユーザーが指定した地震動強度に対する損失率の

組み合わせを被害関数として用い、モデルによる推定損失額が算出される。 
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図 12 被害関数を地震リスク評価モデルへ実装するフロー（AIRモデルの場合） 

 

（ａ）推定被害率に基づく推定損失率分布の算出 

まず、推定被害率に基づき推定損失率分布を算出する。手順は以下の①～④の通りで

ある。①分析データに含まれる 5 種類の説明変数を学習済みの MLP に入力し、各データ

について支払区分ごとの被害率を算出する。②算出した被害率を分析データの契約件数

に乗じ、各データにおける支払区分ごとの被災件数を算出する。③各データの緯度・経

度情報を基に、同地点あるいは近傍に分布する契約件数および被災件数をグループ化し

て集計し、一定の解像度における支払区分ごとの推定被害率を算出する。④前工程であ

る③で算出した支払区分ごとの被害率に、全損、半損、一部損の条件付き損失率10を乗じ、

保険金額に対する損失額の割合の地域分布の推定値（推定損失率分布）を算出する。推

定損失率の算出を数式で示すと以下となる。 

 

𝑀𝐷𝑅𝑖 =∑

(

 
 
∑ (𝐷𝑅𝑖𝑗𝑘𝑁𝐵𝑖𝑗𝑘)

𝑗

∑ (𝑁𝐵𝑖𝑗𝑘)
𝑗

𝑐𝑀𝐷𝑅𝑘

)

 
 

𝑘

 

 

MDRi : 集計するグループ iにおける推定損失率 

DRijk : MLPにより算出した、集計するグループ iのうち j番目のデータの支払区分 kの被害率 

NBijk : 集計するグループ iのうち j番目のデータの支払区分 kの契約件数 

cMDRk : 支払区分 kの条件付き損失率 

 

本研究では、③において、集計する解像度は 250mメッシュとし、火災構造級別を区別

せず全級別において契約件数および被災件数を集計した。また、全損、半損、一部損の

条件付き損失率は、以下のように設定した。 

 
全損の条件付き損失率＝100％ 

半損の条件付き損失率＝50％ 

一部損の条件付き被害率＝5％ 

 

上記により、推定損失率分布として、各 250mメッシュ中心点の緯度、経度、および各

250mメッシュにおける損失率を変数として有するデータを作成できた。 

                                                      

10 ここで、条件付き損害率とは、損害が発生した場合の損害率を指す。今回のように保険支払額を推

定する場合、保険支払が発生した場合の保険金額に対する損失額の割合を指す。 
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（ｂ）推定損失率分布を地震リスク評価モデルに取り込み 

次に、実観測ハザードデータ取込用インターフェース（インターフェース）を使用し、

推定損失率分布を地震リスク評価モデルに取り込む。インターフェースは、緯度、経度、

PGA、Sa0.3、Sa1.0 のデータ項目を含む入力ファイルを読み込めば、地震動分布情報を地

震リスク評価モデルに取り込むことができるよう設計されている。そこで、インターフ

ェースの当初の設計意図とは異なるが、推定損失率分布を疑似的な地震動分布情報とし

て入力することにする。手順は以下の図 13の通りである。①インターフェース用の入力

ファイルの緯度および経度に、推定損失率分布における 250mメッシュ中心点の緯度およ

び経度を指定する。また入力ファイルの PGAに、推定損失率分布における 250mメッシュ

中心点の損失率11を指定する。入力ファイルの Sa0.3および Sa1.0には、指定する情報が

ないので 0 を入力する。②インターフェースを機能させ、出力ファイルを得る。この出

力ファイルは、AIR モデルである Touchstoneに読み込み可能な ALERTファイルという形

式であり、情報として 1km メッシュ中心点毎の疑似的な地震動分布―すなわち①の手順

で指定した損失率の分布―をもつ。③この ALERTファイルを地震リスク評価モデル（AIR

モデル）に読み込むことで、モデルに疑似的な地震シナリオとして推定損失率分布を登

録する。 

 

 
図 13 インターフェースを用いた推定損失率分布のモデルへの実装 

 

  

                                                      

11インターフェースおよび被害関数調整機能への入力情報の桁数を考慮し、実際は損失率を 10倍して、

インターフェース用入力ファイルの PGAに入力した。後述するように、被害関数調整機能において PGA

を 1/10 倍したものを損失率とするよう設定しているため、結果的には推定損失率分布をそのままモデ

ルに入力したエクスポージャデータに対して適用する計算がモデル内で行われるため、原理として問題

ないと考えた。 
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（ｃ）地震リスク評価モデル用の分析データに基づき推定損失額を算出 

最後に、被害関数調整機能を使用し、地震リスク評価モデル用の分析データ（エクス

ポージャデータ）に基づき推定損失額を算出する。被害関数調整機能は、ユーザーがPGA、

Sa0.3、Sa1.0のいずれかの地震動強度に対する損失率を独自に設定すると、地震リスク

評価モデルによる損失額の算出に設定された損失率を反映することができるように設計

されている。いま疑似的に PGA として推定損失率分布がモデルに登録されているため、

図 14のように、この PGAとして登録されている値をそのまま損失率として損失額の算出

に用いるようにする。手順を以下に示す。①被害関数調整機能の設定ファイルに、PGAに

対する損失率がと PGAと同値となるような設定をする12。②位置情報、保険の目的の金額

（保険金額）、保険条件を含むエクスポージャデータをモデルに入力する。③登録した疑

似的な地震シナリオによる分析を、入力したエクスポージャデータに対してモデル上で

実施し、損失額を得る。 

 

 
図 14 被害関数調整機能を用いたモデル分析における被害関数の設定 

 

以上の地震リスク評価モデルへの実装手順により、エクスポージャデータに対して、

マルチパラメータ型被害関数に基づく損失率を適用し、損失額を算出することが可能と

なる。 

  

                                                      
12実際には、インターフェースおよび被害関数調整機能への入力情報の桁数を考慮し、PGAに対する損

失率が PGAの 1/10倍となるように設定した。 
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２．３ 早期被害把握のための災害情報提供の仕組み構築 

２．３．１ 過去災害を対象にした被害推定精度の検証  

マルチパラメータ型被害関数を既存の地震リスク評価モデルへ実装し、過去の地震災

害（2018 年大阪府北部の地震および 2018 年北海道胆振東部地震）を対象に保険損失額

や損害発生件数を推定して、実際の支払保険金データや損害査定件数データと比較する

ことにより精度検証を行った。また、前述の被害関数の他地震への適用性を検証するた

め、被害関数構築に使用した学習データとは異なる地震を対象に被害推定した場合の精

度を確認した。具体的には、2018年大阪府北部地震の支払保険金データを基に構築した

被害関数により、2016年熊本地震の被害推定精度を確認した。 

本節で使用する用語を以下の通り定義する。 

用語の定義 

大阪地震 DF 2018 年大阪府北部地震の支払保険金データを基に構築

した被害関数 

北海道地震 DF 2018 年北海道胆振東部地震データの支払保険金データ

を基に構築した被害関数 

 

（１）2018年大阪府北部地震における被害推定精度の検証 

2018 年大阪府北部地震において、日本地震再保険株式会社の公表値[3]および日本損

害保険協会の公表値[4]を基に算出した地震保険の支払保険金（以降、実績ロス）および

支払件数（以降、実績件数）を用いて、比較的大きな保険損失が報告されている 5 府県

を対象に推定結果との比較を行った。5 府県合計および各府県別の比較結果を図 15,16

に示す。なお、実績件数において建物と家財の内訳が開示されていないため、損害保険

会社提供の支払データに基づき内訳比率を設定して算出している。また、推定結果は2019

年度に同プロジェクトにて作成した 250ｍメッシュ解像度の日本全国保険資産データを

対象に、被害関数は大阪地震 DF を用いて推定している。保険資産データの詳細は 2019

年度報告書を参照されたい。さらに、上述の保険資産データは 2019年 3 月末時点の保険

契約件数および保険金額を基準に作成しているため、損害保険料率算出機構が公開して

いる損害保険料率機構統計集[5]を基に、地震発生時直近の 3月末時点の保険契約件数お

よび保険金額に対応するように推定結果を補正している。本節における推定結果はすべ

て上述と同様の補正処理を施している。 

推定損失額は実績ロスに対して 5 府県合計で▲15％であり、大阪地震 DF を用いるこ

とで昨年度報告結果と比較して飛躍的に精度を向上させることができた。また、建物と

家財の推定件数の精度は実績件数に対して 5 府県合計でそれぞれ約＋29％、約＋15％と

やや過大評価ではあるものの概ね良好であることを確認した。 

 

 
図 15 大阪府北部地震における実績ロスと推定損失額の比較 
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図 16 大阪府北部地震における実績件数と推定件数の比較 

 

さらに、より細かい解像度で比較した大阪府および京都府の市区町村別の実績件数と

の比較結果とその散布図をそれぞれ図 17,18 に示す。なお、市区町村別の実績件数は損

害保険料率算出機構が公開している市町村別被災率[6]および損害保険料率算出機構統

計集[5]を基に算出している。大阪府および京都府ともに市区町村別の支払件数の推定精

度は良好であり、また散布図からも支払件数の地理的な分布を的確に表現できているこ

とを確認した。 
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図 17 大阪府北部地震における市区町村別比較結果（大阪府） 
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図 18 大阪府北部地震における市区町村別比較結果（京都府） 
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（２）2018年北海道胆振東部地震における被害推定精度の検証 

2018 年北海道胆振東部地震を対象に、前項の事例と同様に北海道に対して実績件数

と推定件数の比較を行った。比較結果を図 19に示す。なお、実績件数は本地震に係る地

震保険の支払が北海道以外で発生しなかったものと仮定して、日本地震再保険株式会社

[3]の公表値を用いており、建物と家財の内訳は前項と同様の手法で比率を設定して算出

している。また、推定件数は被害関数に北海道地震 DFを用いている点を除き、前項と同

様の手法で推定している。 

建物と家財の推定件数の精度は実績件数に対してそれぞれ約＋10％、約▲3％と良好

な結果となっていることを確認した。ただし、本手法に基づく推定において、本地震被

害の特徴である土砂崩れや液状化被害のような、地震動による直接的な建物や家財への

被害以外の二次的な被害を明示的に考慮できていない点に注意が必要である。 

 

 
図 19 北海道胆振東部地震における実績件数と推定件数の比較 

 

次に、北海道における市区町村別の実績件数との比較結果および散布図を図 20 に示

す。市区町村別の実績件数は損害保険料率算出機構の公表値[5][7]を基に前項と同様の

手法で算出している。概ね精度良く推定できているが、札幌市については相対的にやや

推定精度が劣っていることを確認した。これは上述した液状化被害を明示的に考慮でき

ていない点に起因していると考えられる。液状化被害は地震動により直接的に大きな被

害を引き起こさないような比較的小さな地震動強度であっても、地盤によっては液状化

してしまうケースがあり、本地震による札幌市清田区を中心とした液状化被害がまさに

その例と言える。学習データに含まれている液状化被害は、被害関数構築時に同程度の

地震強度帯で平均化されて上乗せされるため液状化被害が顕著であった清田区を除いた

札幌市では全体的にやや過大評価傾向になり、清田区のみを見れば過小評価する結果と

なったと考えられる。 
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図 20 北海道胆振東部地震における市区町村別比較結果（北海道） 
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（３）マルチパラメータ型被害関数の他地震への適用 

本項では、マルチパラメータ型被害関数を他地震へ適用した場合の推定精度を検証す

るため、2016 年熊本地震を対象に大阪地震 DF を用いて推定した結果と実績件数の比較

を行った。比較的大きな保険損失が報告されている 7 県を対象に、7 県合計および県別

の比較結果を図 21へ示す。また、保険損失の大部分を占めている熊本県における市町村

別の比較結果を図 22に示す。なお、県別の実績件数は日本地震再保険株式会社の公表値

[3]および日本損害保険協会の公表値[8]を基に算出しており、市町村別の実績件数は損

害保険料率算出機構の公表値[9]を基に算出している。建物と家財の推定件数の精度は実

績件数に対して 7県合計でそれぞれ約▲37％、約▲40％といずれも過小評価傾向にあり、

学習データと異なる地震へ適用した場合の推定精度向上が課題である。大阪府北部地震

で観測された地震動強度は、熊本地震と比較すると弱く、大阪地震 DFが地震動強度の強

い部分に対応できていないと考えられる。加えて、大阪府北部地震では全損被害がほぼ

発生しなかったため、２．２．１項（１）に記載の被害関数構築における課題も一因と

して考えられる。したがって、これらの特徴を持った地震に関するデータを学習データ

に含めることで精度向上が期待される。また、前項の大阪府北部地震および北海道胆振

東部地震の例も含め、震源から遠い地域になるほど推定精度が低くなる傾向があり、過

去の中規模の地震も学習データに加えて被害関数を構築することも有効であると考えら

れる。 

 

 
図 21 熊本地震における実績件数と推定件数(大阪地震 DFを使用)の比較  
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図 22 熊本地震における市町村別比較結果（熊本県） 
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２．３．２ 災害情報提供の仕組み構築 

（１）損害保険会社への情報提供 

損害保険会社では、保険金支払いの迅速化・効率化を図り、また的確な保険請求勧奨

を行なうため、災害発生時に早期に被害を把握するための取組を強化している。特に地

震災害に対しては、損害査定件数が多い住宅向けの地震保険（家計地震保険）において、

早期に損害査定要員を確保し、すみやかに現地調査体制を確立する必要があることから、

地震発生直後において被害推定情報が必要とされている。 

２．１節のヒアリング調査結果から、損害保険会社が地震災害時に必要とする情報と

して以下が挙げられた。 

 

1. 気象庁から市区町村単位の震度分布情報を取得しているが、公表されている情報

と現地の状況が異なることがあり、より詳細な地理解像度の震度情報が必要 

2. 保険金支払い対応のための現地拠点設置検討のためには、市区町村単位以上の地

理解像度での保険金の支払い件数に関する推定値が必要 

 

ヒアリングを実施した損害保険会社における被害把握手法上の課題として、現状は保

険契約者からコールセンター等への連絡件数を基に経験的な推定手法で被災件数を求め

ているが、その連絡情報が収集できるまでに発災後半日から 1 日程度要しているとのこ

とであった。したがって、情報の空白期を埋めるために、情報の提供時期は発災後半日

程度以内、遅くとも 1日程度以内が理想的と考えられる。また、ヒアリング結果からは、

情報の信頼性について、「発災直後は多少精度が低くても他に情報がないため大きな問題

はない」とのことや、「第 1報は地震発生後 1時間以内に必要だが、その後に確度の高い

情報に更新されていくことは問題ない」との見解が示された。 

以上の結果より、損害保険会社への地震災害時における情報提供フローは、表 10のよ

うにまとめられる。 

 

表 10 損害保険会社への地震災害時の情報提供フロー（住宅向けの地震保険の場合） 
情報提供時期 情報種類 情報の詳細 地理的解像度 

地震発生直後 ハザード 気象庁震度分布 市区町村 

地震発生直後～1時間以内 同上 同上 
市区町村以上

（例：250m） 

地震発生後 24時間以内 被害 
保険金の支払額、 

保険金の支払件数 

市区町村以上

（例：250m） 

 

表 10に示すように地震発生直後はハザードに関する情報、すなわち震度情報を提供す

る必要がある。地理的解像度としては、まず市区町村単位で気象庁から発信される震度

分布情報を提供し、次により詳細な地理的解像度での震度分布情報を提供することが有

効となる。現在、気象庁からは気象業務支援センター[10]を通じて、全国で震度５弱以

上が観測された地震を対象に 250m 解像度の推計震度分布図作図用データが配信されて

おり、このデータなどの活用が考えられる。 

その次の段階として、表 10に示すように被害に関する情報を提供する必要がある。地

震による被害に関する情報として、例えば、防災科学技術研究所[11]による防災クロス

ビュー（旧クライシスレスポンスサイト）から提供される建物被害推定結果が利用可能

である。この情報は、震動分布の推定結果と、建物構造別・建築年代別の被害関数を用

いて 250m解像度で被害率を計算し、その計算した被害率分布と建物分布データを組み合

わせて推定された建物被害棟数として提供されている。このように被害や上記のハザー



 

 

40 

 

ドに関する情報は国や自治体、あるいは公共性が高い機関等から提供されている場合が

ある。 

一方で、損害保険会社における現地調査体制の確立や損害査定方針の決定に活用する

ためには、保険金の支払額と支払件数に関する推定情報を地震発生後 24 時間以内に提供

することが求められる。これらの情報は外部からは提供されておらず、このような個別

ニーズに対応可能な被害推定手法や被害把握手法を用いて情報を生成する必要がある。

すなわち、損害保険会社が保有する保険契約データを用いて、２．２節および２．３．

１項で示した被害推定手法などにより、必要な情報を生成し、必要なタイミングで提供

する仕組みを用意することが求められる。 

 

（２）早期被害把握のための災害情報提供フローの提案 

２．１節の小売業 2 社へのヒアリング調査結果から、地震災害時に必要とする情報と

して以下が挙げられた。 

 

１）事業継続判断のための店舗などの自社の拠点の被害情報（非構造部材の被害情

報を含む） 

２）従業員の安否や自宅の被害に関する情報 

３）生活物資等の需要量への影響把握のための店舗周辺の被害情報 

４）電気、ガス、水道、通信などのライフライン被害および復旧に関する情報 

５）鉄道の通行状況や復旧情報など帰宅困難者対応に必要な情報 

６）物流への影響把握のための道路通行状況に関する情報 

 

以上のヒアリング調査結果に基づき、地震災害における災害情報提供の仕組みを検討

した結果、情報提供先を保険会社、企業、保険契約者と設定した場合の理想的な災害情

報提供フローは図 23のように示すことができる。以下に詳細を説明する。 

まず、地震発生直後はハザードに関する情報が必要とされ、市町村単位だけではなく、

より地理的解像度が詳細な震度情報が求められる。また、震度情報だけではなく、必要

に応じて最大地表加速度分布（PGA：Peak Ground Acceleration）や最大と地表速度分布

（PGV：Peak Ground Velocity）、加速度応答スペクトル分布（Sa：Spectral Acceleration）

に関する情報の提供も検討する必要がある。 

次に被害に関する情報として、国や自治体、公共性が高い機関等から提供される推定

建物被害情報や、個別のニーズを満足する被害情報を提供する必要がある。特に道路や

ライフライン、インフラの被害およびその復旧に関する情報は、地震発生直後から長期

間にわたって必要とされる点を考慮した情報提供が必要となる。 

このような理想的な情報の提供時期を考慮して、第 1 報は地震発生直後より推定情報

を提供し、時間の経過とともに確定情報に更新して情報提供する仕組みを実現するため

には、外部機関から取得可能な情報を収集する機能や、個別ニーズに応じて自社の保有

データを組み合わせて算出した被害推定結果を取り込む機能を有し、一元的な情報の収

集・管理・提供システムを構築する必要がある。 

今後の課題として、地震発生後にタイムリーに情報を提供するためには、安定的に稼

働し、自動的に情報を処理・生成・提供するシステムを開発する必要がある。また、特

に道路の通行状況に関する情報は各機関から求められており、入手方法を検討する必要

がある。また、地震だけではなく、洪水や大雪時における災害情報へのニーズも高く、

今後検討を進める予定である。 
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図 23 地震発生時における早期被害把握のための災害情報提供フローの提案 
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２．４ 洪水被害推定のための実観測ハザードデータ組込用インターフェースの開発 

（１）概要 

 実観測ハザードデータ組込用インターフェース（以下、インターフェース）に組込み

可能なハザードデータについて、モデル提供会社にヒアリングを行った上で、防災科学

技術研究所や気象庁等の機関が保有する各種ハザードデータの中から最適な実観測デー

タの選定を行った。また、インターフェースの仕様をモデル提供会社と協議の上、決定

し開発を実施した。なお、インターフェースの開発にあたっては、令和元年度と同様、

自然災害リスクモデリングにおける豊富な知見を有していること、実際のリスク分析に

用いる洪水リスク評価モデルの内容を十分に理解していることや、必要に応じて洪水リ

スク評価モデルをカスタマイズできる環境にあることから、モデルの開発・提供元であ

る AIR Worldwide社13に協力を依頼した。 

 モデル提供会社の協力の下、インターフェースの開発が完了した後に、平成 30年 7月

豪雨（西日本豪雨）の実観測データを用いて分析を行い、洪水被害推定が問題なく行わ

れることを確認した。 

 

 本取組におけるインターフェースの位置づけを以下の図 24 のフロー図をもとに説明

する。取組の目標は、洪水の実観測ハザードデータをもとに、保険資産データを対象に

保険損失額を推定することである。令和元年度の取組では同様のインターフェースの地

震版の試作・実装を実現したため、今回はそれを洪水へ拡張するものである。なお、損

失額推定における分析自体はモデル提供会社が別途開発している洪水リスク評価モデル

を用いる。洪水リスク評価モデル内において、ハザードの情報は通称「ALERT ファイル

（ALERT: AIR Loss Estimates in Real Time）」と呼ばれるバイナリファイル群で表現さ

れる（図 24 の中央を参照）。すなわち、通常取得できるハザードデータを直接分析用モ

デルに組込むことはできない。そこで、取得したハザードデータを ALERT ファイルに変

換するためのツールとして、インターフェースを開発した。開発にあたっては、地震版

と同様、社会実装を見据えて特別な知識が無くとも操作可能な簡易性を重視した。 

 

 
 

図 24 取組全体のフロー図 

  

                                                      
13 AIR Worldwide 社のリスク評価モデルの名称は「Touchstone」。 
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（２）実施方法 

 

 
図 25 インターフェース設計・試作のフロー図 

 

 インターフェースの開発にあたっては、上に記載のフロー（図 25）に従って実施した。

図 25のステップを順に説明する。 

 まず、ステップ 1 においては、洪水リスク評価モデルに入力できるハザード情報をモ

デル提供会社に聴取し、データ提供元の機関を選定した。詳細は２．４．１ 実観測ハ

ザードデータの選定で説明する。 

 ステップ 2 においては、ハザードデータをハザードデータ組込用インターフェースに

入力するための形式をモデル提供会社と協議の上、決定した。今回用いた形式や入力項

目の詳細は２．４．２ データ組込用インターフェースの設計で説明する。 

 ステップ 3 においては、これまでのステップで検討してきた仕様をまとめ、契約の詳

細や開発のスケジュールをモデル提供会社と協議の上で決定した。ハザード組込用イン

ターフェースの仕様は２．４．２ データ組込用インターフェースの設計で説明する。 

 ステップ 4 は、インターフェースの開発が完了するまでの間に行った作業である。今

回、ハザードデータとして用いたのは、気象庁の流域雨量指数および解析雨量であるが、

それぞれバイナリデータとして入手していた。インターフェースへ入力するためには、

単位集水域毎にこれらハザードの値を CSV 形式で入力する必要があるため、入力可能な

形式へ整えるためのプログラムを開発し実行した。詳細は２．４．３ インターフェー

スの開発で説明する。 

 最後にステップ 5では、開発したインターフェースについて、平成 30 年 7月豪雨を事

例に被害額推定を実施し、洪水被害額が問題なく推定できることを確認した。具体的な

確認内容については２．４．４ 洪水被害推定の実施を参照されたい。 
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２．４．１ 実観測ハザードデータの選定 

（１）概要 

 実観測ハザードデータの選定にあたっては、入手可能なハザードデータを網羅的に調

査するとともに、モデル提供会社である AIR Worldwide社の洪水リスク評価モデルにお

けるハザードモジュール（図 26）に組込み可能なものを選定した。 

「ハザードモジュール」では、保険資産に加わる外力を主に計算する部分であり、今

回は浸水深がそれにあたる。保険資産が所在する地点における浸水深を計算するために、

降雨量や流量から氾濫解析を実施する。 

「脆弱性モジュール」では、外力によって生じる建物や収容物の被害を算定する部分

である。この算定時には、外力と損失率（脆弱性）の関係を表現した「被害関数」がモ

デル内部に組み込まれており、これを利用する。 

「ファイナンシャルモジュール」では、保険契約条件等を考慮した最終的な損失額の

推定を行う。例えば、脆弱性モジュールにおいて 15 万円の損害が生じた建物について、

保険免責金額 20万円が設定されていれば、ファイナンシャルモジュールで計算される最

終的な損失額は 0円である。 

 

 

 
図 26 洪水リスク評価モデルの概念図 

 

本取組においては、発災直後に得られる降雨および洪水の強度情報をモデルに入力す

ることで、実観測データに基づいた被害額の推定を行うことが目的である。洪水リスク

評価モデルでは、外水氾濫プロセスと内水氾濫プロセスに分けてモデル化を行っている。 

外水氾濫プロセスでは降雨データから降雨流出解析により流量を算出し、氾濫シミュ

レーションによって 25m メッシュで浸水深を算定している。モデル内の計算効率を確保

するために、浸水深はデータベースに保持せず、分析の都度、流量から浸水深を推定し

ている。このことから、外水氾濫プロセスにおいては流量を入力値とすることが適切と

考えられる。さらにモデル提供会社と協議の結果、流量は時系列データ（ハイドログラ

フ）として与えるのではなく、ピーク流量として与えることとした。また、外水氾濫プ

ロセスでは破堤情報の入力が重要になる。洪水リスク評価モデルでは流量の入力を単位
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集水域毎に与えており、破堤情報もこれに合わせて単位集水域毎で入力することとした。 

内水氾濫プロセスでは、降雨データから直接浸水深を推定する。外水氾濫と同様、降

雨分布は単位集水域毎に与えることとし、入力値は前 2時間降水量の最大値とした。 

ハザードデータの提供元は表 11 および表 12 の各種データセットを精度・解像度、扱

いやすさ、取得コスト等の観点から総合的に比較した結果、表 13に示したデータセット

を使用した。 

 

表 11 データセットの比較（流量） 

No. 流量データセット名称（提供元） 精度 解像度 扱いやすさ 取得コスト 

1 流域雨量指数（日本気象株式会社他14） 〇 〇 △ △ 

2 観測流量（国土交通省） 〇 × △ 〇 

3 RRIモデルによる予測流量 

（土木研究所） 
△ 〇 〇 △ 

 

表 12 データセットの比較（降雨量） 

No. 降水量データセット名称（提供元） 精度 解像度 扱いやすさ 取得コスト 

1 解析雨量（気象業務支援センター） 〇 △ 〇 △ 

2 地上・アメダス雨量計（気象庁） 〇 × 〇 〇 

3 雨量計（国土交通省） 〇 × △ 〇 

4 Xrainリアルタイム雨量情報システム

（DIAS） 
△ 〇 × 〇 

5 全国合成レーダーエコー強度 GPV 

（気象業務支援センター） 
△ △ 〇 △ 

 

表 13 使用したハザードデータ 

データ種類 流域雨量指数 解析雨量 

データ提供元 日本気象株式会社 気象業務支援センター 

データセット名 流域雨量指数 解析雨量 

データ形式 BUFR第 4 版 GRIB2 

グリッドサイズ 1km 1km 

 

 

（２）ハザードデータの詳細 

 ハザードデータの詳細は付録 1を参照されたい。流域雨量指数については平成 30年 7

月豪雨を事例に精度検証を実施した。検証結果は付録 2を参照されたい。 

 

  

                                                      
14 日本気象株式会社の他に、気象業務支援センターからも入手可能。 
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２．４．２ データ組込用インターフェースの設計 

（１）ハザードデータの入力形式 

（ａ）ファイル形式 

 データ組込用インターフェースの設計にあたって、まず始めにハザードデータの入力

形式をモデル提供会社と協議の上で決定した。データの扱いやすさや編集のしやすさか

らカンマ区切り形式（CSV形式）とした。 

（ｂ）入力項目 

 洪水リスク分析モデル内には約 20,000個の単位集水域が定義されており、そのそれ

ぞれに独自の識別番号（以下、AIRIDという）が付されている。流量や破堤情報、降雨

量は AIRID毎にその値を入力することとした。流量はピーク流量、降雨量は 2時間累積

雨量の最大値がその入力値となるが、それに加えて、ピークや最大値をとるときの時刻

についても入力値として与える。 

 また、破堤の有無についても単位集水域毎に-1（破堤なし）、1（左岸破堤）、2（右岸

破堤）、3（両岸破堤）で入力する。また、同一集水域であっても破堤点をより詳細に指

定できる場合がある。 

 

 入力ファイル形式のイメージ図は以下の図 27を参照されたい。 

 

 
図 27 入力ファイル形式のイメージ 

 

（２）インターフェースの仕様 

モデル提供会社と協議を重ね、最終的な仕様書を決定した。仕様書の一部（日本語版）

を図 28に示すので参照されたい15。 

 

                                                      

15 なお、本インターフェースの使用期限（契約終了日）は 2021年 12月 31日であり、本インターフ

ェースを用いて分析された結果の公開範囲は PRISM参画企業に限られる。 
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図 28 仕様書抜粋（和訳） 

 

入力ファイルの仕様 

 ファイル形式；CSV 

 入力情報  

o 外水氾濫：単位集水域 ID、ピーク流量、流量のピーク時刻、破堤情報 

o 内水氾濫：単位集水域 ID、2 時間累積降雨量の最大値、降雨のピーク時刻 

 フォーマット 

o 1 行目；イベント名と説明（Touchstone 上に表示される）  

o 2 行目；イベント ID（整数）、イベント年、月、日、時 

o 3 行目； 

 計算範囲における緯度の最小値（浮動小数点）  

 計算範囲における経度の最小値（浮動小数点）  

 計算範囲における緯度の最大値（浮動小数点）  

 計算範囲における経度の最大値（浮動小数点）  

 外水氾濫を計算する単位集水域の個数（整数）（NumLink という） 

 内水氾濫を計算する単位集水域の個数（整数）（NumCatch という） 

o 4～ (NumLink+3) 行目；NumLink の数だけ繰り返し 

 単位集水域 ID（整数） 

 ピーク流量 [m3/s] （小数第 2 位まで） 

 流量のピーク時刻（整数）；1 月 1 日からの経過時間  

 破堤有無（整数）； 1（左岸破堤）、2（右岸破堤）、 3（両岸破堤）、

-1（破堤なし） 

 破堤箇所（破堤場所の Cross section ID） 

o (NumLink+4) ～(Numlink+NumCatch+3) 行目；NumCatch の数だけ繰り

返し 

 単位集水域 ID（整数） 

 2 時間累積降雨量の最大値 [mm]（小数第 2 位まで）  

 降雨のピーク時刻；1 月 1 日からの経過時間 

出力ファイルの仕様 

 ファイル形式：Touchstone に入力可能な ALERT ファイル 

 ファイル内の情報：AIR 日本洪水モデルのグリッド毎の浸水深 

出力ファイルの浸水深 

 浸水深はユーザーが入力した情報を踏まえ、AIR 日本洪水モデルと同様のアルゴ

リズムにて計算される。 
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２．４．３ インターフェースの試作 

（１）ハザードデータの変換 

ハザードデータをインターフェースへ入力するにあたって、流域雨量指数、解析雨量、

破堤データを処理する必要がある。今回は Pythonを使用して、各種ハザードデータから

インターフェースへの入力ファイルを作成する変換ツールを開発した。具体的なフロー

を以下の図 29に示した。 

 

図 29ハザードデータから損失額推定までのフロー 

 

（２）インターフェースの動作確認 

モデル提供会社に協力を仰ぎインターフェースを試作した後、平成 30年 7月豪雨のハ

ザードデータを用いて、インターフェースの動作確認を行った。 

インターフェース（画面）を図 30に示す。同図にはユーザーが設定・入力すべき項目

を赤字で示した。 

 

 
図 30 インターフェース 
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動作確認の結果、図 31のファイル（ALERTファイル）が出力され、問題なく地震リス

ク評価モデルに組み込むことができた。 

 

 
図 31 ALERTファイル 
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２．４．４ 洪水被害推定の実施 

（１）分析条件 

 インターフェースから出力された ALERT ファイルを使用して、実際に洪水被害推定が

実施できること、およびその推定精度を確認した。対象事例は、動作確認と同じ平成 30

年 7 月豪雨とした。対象都道府県は被害総額が最も大きく、破堤箇所の 90%以上を占め

る岡山県および広島県とした。分析条件の詳細は以下の表 14を参照されたい。 

 

表 14 分析条件の詳細 

分析対象の情報 

対象事例 平成 30年 7 月豪雨（西日本を中心とする豪雨災害） 

対象都道府県 岡山県および広島県 

入力データの情報 

ハザードデータ 
外水氾濫 流域雨量指数（2018/7/1～7/10） 

内水氾濫 解析雨量（2018/6/27～7/10） 

破堤データ 
2県合計 32地点（土木学会調査資料[12]、内閣府資料[13]、

等） 

住宅資産データ 

日本全国住宅資産データ（250mメッシュ解像度）を以下の

損害保険料率算出機構の公開データをもとに加工して、対

象都道府県における水災補償が付帯されている保険資産

データを作成 

・2017年度損害保険料率算出機構統計集（火災保険）[5] 

・2017年度火災保険 都道府県別 水災補償付帯率[14] 

 

今回、データとして入力したピーク流量および 2 時間累積雨量の最大値をモデル提供

会社の単位集水域毎に可視化したものを以下の図 32 および図 33 に示す。計算対象の単

位集水域は、外水氾濫で 1545 個、内水氾濫で 1547 個であった。また、岡山県・広島県

における入力破堤点を図 34に示す。 
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図 32 ピーク流量 

 
図 33 2時間累積雨量の最大値 
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図 34 岡山県・広島県における入力破堤点（赤丸） 

 

 次に、水災補償が付帯されている保険資産データの作成方法について説明する。具体

的な数値については表 15 を参照されたい。以下の説明における番号は表 15 中の番号に

対応している。 

 

STEP1 2017年度における住宅火災保険新規契約の保険金額を抽出 

… 2017年度損害保険料率算出機構統計集（火災保険）[5]をもとに 2017 年度の岡山県・

広島県における①新規火災保険契約（住宅物件）の保険金額を抽出した。 

 

STEP2 2017年度末時点における住宅火災保険保有契約の保険金額を推定 

… 2017年度損害保険料率算出機構統計集（地震保険）[5]における都道府県別の新規・

保有契約の保険金額をもとに、新規・保有比率を算出し、STEP1で抽出した新規保険

金額に乗じることで、2017年度末時点における②火災保険（住宅物件）保有契約の

保険金額を推定した。 

 

STEP3 2017年度末時点における水災補償付き住宅火災保険保有契約の保険金額を推定 

… 2017 年度水災補償付帯率（損害保険料率算出機構、約 70%）[14]を STEP2 の保険金

額に乗じることで、2017年度末時点における③火災保険（住宅物件）保有契約のう

ち、水災補償を付帯しているものの保険金額を推定した。 

 

STEP4 日本全国住宅資産データ（250mメッシュ解像度）の比に水災保険金額を案分 

… STEP3 で求めた保険金額を既開発の日本全国住宅資産データの資産価額の比で案分

することで、250mメッシュ解像度で水災補償付保険資産データを作成した。 

 

表 15 水災補償付き保険資産データ 

都道府県 岡山県 広島県 

①新規火災保険契約（住宅） 2,339,656百万円 3,585,456 百万円 

②保有火災保険契約（住宅） 5,448,825 百万円 8,463,732 百万円 

③水災補償付保有火災保険契約（住宅） 4,059,375 百万円 6,161,597 百万円 
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（２）分析結果 

 分析は観測破堤点を入力したパターンのほか、破堤の仮定を変えて分析を実施した。

結果は以下の表 16およびグラフ化したものである図 35が得られた。 

 

表 16 平成 30年 7月豪雨を対象とした推定損失額 

破堤点の仮定 損失額 

観測破堤 12,970百万円 

破堤なし 1,604 百万円 

全ての右岸が破堤 66,531百万円 

全ての左岸が破堤 161,046 百万円 

全ての両岸が破堤 434,327 百万円 

（参考）実損失額16 20,771百万円 

 

 
図 35平成 30年 7月豪雨を対象とした推定損失額（グラフ） 

 

 分析の結果、以下の結果や示唆が得られた。 

 

 観測破堤点を入力した場合の推定損失額は他の分析条件に比較して実損失額に近い

値が得られたが、実損失額の 62％程度であり、やや過小評価する結果が得られた。 

 実損失額は破堤なしを仮定した場合の損失額より大きく、全ての破堤を仮定した場

合の損失額より小さい。 

 左岸破堤と右岸破堤では損失額に大きな差が生じる。破堤点の精度が結果に与える

影響は大きい。 

                                                      
16 日本損害保険協会会員会社の 2019年 3月末時点における火災保険の支払い保険金（見込み含む）

[15]に 2017年度損害保険料率算出機構の新規火災保険契約保険金額（全物件種別）[5]に占める住宅

物件保険金額の割合（約 20%）を乗じることで推定。 
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３．結論及び今後の課題 

（１）結論 

本研究で得られた知見を以下に列挙する。 

・ 損害保険会社など企業 3 社へのヒアリング調査を通じて、災害時の事業継続等に必

要な情報の詳細や、理想的な情報の提供時期などを整理した。 

・ AIを用いたマルチパラメータ型被害関数の実装により、直近の損保社データを学習

させ、建物・家財を分離できるように被害関数を改良した。さらに、保険支払件数

を精度よく再現可能な手法を開発するとともに、被害関数と既存モデルを用いた保

険損失額算出手法を構築した。 

・ 早期被害把握のための災害情報提供の仕組みを構築し、住宅用の地震保険を対象に、

大阪府北部地震等の保険支払件数と保険損失額を推定した。その結果を損害保険会

社に提示し、損害査定のための体制構築に役立つ可能性が高いことを確認した。ま

た、地震発生から災害情報提供までのフロー案を構築した。 

・ 洪水被害推定のため、流域雨量指数から河川流量が高精度に求められることを確認

した。それらのハザードデータを既存モデルへ取り込むインタ―フェースを開発し、

洪水による保険損失額を推定した。 

 

（２）今後の課題 

本研究で明らかになった課題を以下に列挙する。 

・ 企業の早期被害把握に必要な災害情報として道路情報が不可欠であることが判明し、

当該取組によって得られる被害推定情報に加えて、自社の拠点周辺（商圏など）の

被害規模や道路に関する情報も入手できることが望まれる。 

・ 地震被害の早期推計のためには、改めて要件を確認の上、地震被害推定フローを分

析して自動処理化を検討し、被害把握に必要な情報を早期に作成可能なシステムを

構築することが望まれる。 

・ 外部機関から取得可能な情報を収集する機能や、個別ニーズに応じて自社の保有デ

ータを組み合わせて算出した被害推定結果を取り込む機能を有し、安定的かつ自動

的に稼働する一元的な情報の収集・管理・提供システムを構築する必要がある。 

・ 洪水被害推定精度の向上や、損害保険の査定実務活用のための時間短縮を図ること

が望まれる。衛星画像などを用いて堤防の破堤点を自動認識する仕組みを構築した

り、既存の風水災モデルに取り込むためのデータファイル（ALERTファイル）の早期

作成手法を開発したりすることで、手法全体の高度化・自動化が望まれる。 

 

  



 

 

55 

 

４．引用文献 

[1] 中井智基、井上史也、堀江啓：250mメッシュ解像度全国住宅資産データの構築, 地

域安全学会第 46回研究発表会（春季）,pp.151-152 2020. 

[2] 産業技術総合研究所： QuiQuake-地震動マップ即時推定システム- 地震動マップ

（確定）／QuakeMap https://gbank.gsj.jp/QuiQuake/（閲覧日：2020 年 7月 1日） 

[3] 日本地震再保険株式会社： 地震再保険金支払状況 

https://www.nihonjishin.co.jp/payment/（閲覧日：2020年 10月 23日） 

[4] 日本損害保険協会： 大阪府北部を震源とする地震にかかる地震保険の支払保険金

等の調査結果 

https://www.sonpo.or.jp/report/statistics/disaster/ctuevu000000j4n8-

att/2018_e01.pdf （閲覧日：2020年 10月 23日） 

[5] 損害保険料率算出機構： 損害保険料率算出機構統計集 

https://www.giroj.or.jp/publication/statistics/ （閲覧日：2021年 3月 1

日） 

[6] 日本損害保険協会： 大阪府北部を震源とする地震（2018年 6月 18日）による地震

保険の被災率  

https://www.giroj.or.jp/databank/e_damage_ratio/2018osaka_north.html （閲覧

日：2020年 10月 23日） 

[7] 損害保険料率算出機構： 平成 30年北海道胆振東部地震による地震保険の被災率デ

ータについて 

https://www.giroj.or.jp/databank/e_damage_ratio/2018iburi_east.html（閲覧

日：2020年 10月 23日） 

[8] 日本損害保険協会： 2016年度 地震支払保険金 年度末調査集計結果 平成 28年熊

本地震にかかる被害  

https://www.sonpo.or.jp/report/statistics/disaster/ctuevu000000j4n8-

att/2016_e01.pdf （閲覧日：2020年 3月 27日） 

[9] 損害保険料率算出機構：  平成 28 年熊本地震による地震保険の被災率

https://www.giroj.or.jp/databank/e_damage_ratio/2016kumamoto.html （閲覧

日：2020年 10月 23日） 

[10] 気象業務支援センター： オンライン気象情報 

http://www.jmbsc.or.jp/jp/index.html#gaiyou-online（閲覧日：2021年 3月1日） 

[11] 防災科学技術研究所： 防災クロスレビュー（旧クライシスレスポンスサイト） 

https://xview.bosai.go.jp/（閲覧日：2021年 3月 31日） 

[12] 土木学会社会支援部門： 2018年 7月 西日本豪雨災害調査報告書の掲載について 

https://committees.jsce.or.jp/report/node/194（閲覧日：2021年 3月 1日） 

[13] 内閣府防災情報： 平成 30年 7月豪雨の概要 

http://210.149.141.46/fusuigai/suigai_dosyaworking/pdf/dai1kai/siryo2.pdf

（閲覧日：2021 年 3月 1日） 

[14] 損害保険料率算出機構： 火災保険 水災補償付帯率 

https://www.giroj.or.jp/databank/attachment_ratio_flood.html（閲覧日：2021

年 3月 1日） 

  

https://gbank.gsj.jp/QuiQuake/
https://www.nihonjishin.co.jp/payment/
https://www.sonpo.or.jp/report/statistics/disaster/ctuevu000000j4n8-att/2018_e01.pdf
https://www.sonpo.or.jp/report/statistics/disaster/ctuevu000000j4n8-att/2018_e01.pdf
https://www.giroj.or.jp/publication/statistics/
https://www.giroj.or.jp/databank/e_damage_ratio/2018osaka_north.html
https://www.giroj.or.jp/databank/e_damage_ratio/2018iburi_east.html
https://www.sonpo.or.jp/report/statistics/disaster/ctuevu000000j4n8-att/2016_e01.pdf
https://www.sonpo.or.jp/report/statistics/disaster/ctuevu000000j4n8-att/2016_e01.pdf
https://www.giroj.or.jp/databank/e_damage_ratio/2016kumamoto.html
https://committees.jsce.or.jp/report/node/194
http://210.149.141.46/fusuigai/suigai_dosyaworking/pdf/dai1kai/siryo2.pdf
http://210.149.141.46/fusuigai/suigai_dosyaworking/pdf/dai1kai/siryo2.pdf
https://www.giroj.or.jp/databank/attachment_ratio_flood.html


 

 

56 

 

[15] 日本損害保険協会： 平成 30年 7月豪雨にかかる支払保険金（見込含む）年度末調

査結果 

https://www.sonpo.or.jp/report/statistics/disaster/ctuevu000000j470-

att/2018_w01.pdf（閲覧日：2021年 3月 1日） 

 

５．学会等発表実績 

・ 河辺賢，堀江啓：地震保険データを用いた深層学習による建物被害関数の構築可能

性，日本建築学会大会学術講演梗概集，pp.217-218，2020. 

・ 中井智基、井上史也、堀江啓：250mメッシュ解像度全国住宅資産データの構築：地

域安全学会第 46回研究発表会（春季）,pp.151-152 2020. 

・ 井上史也、越前谷渉、堀江啓：全国住宅資産データおよび WRFを使用した台風 21号

の被害の将来変化の推定：土木学会第 28 回地球環境シンポジウム, 2020. 

・ K. Horie, K. Kawabe, M. Inoguchi, M. Matsuoka, K. Torisawa, W. Liu, F. 

Yamazaki: Analysis of Building Damage in Abira Town Due to The 2018 Hokkaido 

Eastern Iburi Earthquake, Japan, Proceedings of 17th World Conference on 

Earthquake Engineering, 2020. 

・ K. Kawabe, K. Horie, M. Inoguchi, M. Matsuoka, K. Torisawa, W. Liu, F. 

Yamazaki: Extraction of Story-Collapsed Buildings by the 2016 Kumamoto 

Earthquake using Deep Learning, Proceedings of 17th World Conference on 

Earthquake Engineering, 2020. 

 

６．特許出願・ソフトウェア開発等 

・ ソフトウェア開発： 実観測ハザードデータ組込用インターフェース（試作版） 

 

https://www.sonpo.or.jp/report/statistics/disaster/ctuevu000000j470-att/2018_w01.pdf
https://www.sonpo.or.jp/report/statistics/disaster/ctuevu000000j470-att/2018_w01.pdf

